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　新年を迎え、一言ご挨拶を申し上げます。
　まずもって、皆様におかれましては、新型コロ
ナ禍の中にありながらも、新たな年をお迎えにな
られたことに対しまして、心からお慶びを申し上
げます。
　さて、昨年を振り返りますと、はじめは穏やか
な滑り出しであったものと記憶してございます。
１月１日の日米貿易協定発効に対応すべく、「総
合的なＴＰＰ等関連政策大綱」が改定され、国
は、補正予算において、和牛・乳用牛の増頭・増
産対策等を打ち出しました。中小規模に手厚い支
援措置が講じられたことから、そうした国・県の
施策に積極的に取り組んでいこうと、本県畜産関
係者が意欲を燃やしていた矢先、３月に入って、
国内においても新型コロナウイルスの感染拡大が
始まりました。
　その後の状況については、皆様ご承知のとおり
でございます。海外からの入国制限によるインバ
ウンド需要の霧散、緊急事態宣言による外食需要
の激減等を受けて、畜産、特に肉用牛肥育経営が
大きな打撃を被りました。これに対して、国は、
肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）に
おける生産者負担金の納付猶予措置を講じるとと
もに、肥育牛経営等緊急支援特別対策事業を創設

しました。当協会は、両事業の本県における実施
主体として、岩手県及び農業協同組合からの全面
的な支援・協力をいただきながら、両事業の迅速
かつ的確な執行に努めて参りました。
　こうした対策もあって、何とか本県の肉用牛肥
育経営は、新型コロナ禍の逆境を乗り越えようと
してございます。一時は３割もの下落となった牛
枝肉価格も10月以降にはほぼ前年同水準まで回復
し、12月には前年を上回る水準に至ってございま
す。逆境を踏み堪えた生産者各位のご努力に深く
敬意を表するとともに、この傾向が今後において
も続くことを願うばかりです。
　一方、心配なことは人の感染症だけではありま
せん。今冬は、高病原性鳥インフルエンザが過去
例を見ない発生数となっています。さらに、昨年
末には豚熱が遂に東北でも発生しました。生産農
場においては、考えられる限りのあらゆる対策を講
じて、発生防止に努めていただきたいと思います。
　さて、今年の干支は「丑」でございます。詩人・
彫刻家として知られる高村光太郎の詩集「道程」
の中に、「牛」と題する詩が載っています。この詩
には、「牛はのろのろと歩く」というフレーズが８
回出てきます。「のろのろ」は、誉め言葉には程遠
い響きがありますが、詩全体には、牛の立ち居振
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【「岩手の畜産」は、バックナンバーも含め協会のホームページでご覧いただけます。】

る舞いに人の生きざまを重ね合わせた、光太郎の
「牛」への憧憬の思いがふんだんに込められてい
ます。光太郎は、宮澤賢治との縁で、終戦間際に
花巻に疎開し、７年間、町中から遠く離れたところ
に一人住まいをしていました。その間に創った「岩
手の人」という詩の中では、「岩手の人沈深牛の如
し」と県民性を表現しています。東京で生まれ育っ
た光太郎には、岩手の人が、自らが憧憬の対象と
する牛のように映っていたのかもしれません。

　新年を迎え、私は、光太郎の詩にあやかり、「丑
年」の今年を「岩手の年」と捉え、岩手が各般に
わたって躍進することを期待するものでございま
す。まだしばらくは耐える日が続くものと思いま
す。ただし、単に耐えるのではなく、一歩一歩着
実に歩みを進めていきたいと思います。新型コロ
ナ終息の時には、一段成長した岩手の畜産になっ
ていることを念願して、年頭のご挨拶とさせてい
ただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。

謹　賀　新　年
新春を迎え心よりお慶び申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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家畜人工授精用精液流通調整事業 
ご利用者の皆様へ�

【新型コロナウイルス対策へのお願い】
　日頃、標記事業をご利用いただき、厚く御礼申
し上げます。
　さて、標記事業につきましては、本県における肉
用牛及び乳用牛の生産並びに本県の肉用牛経営及
び酪農経営の継続・発展にとって必要不可欠な事
業であり、ご利用者の皆様のご協力のもとに、これ
まで円滑な事業運営が行われてきたところです。
　皆様ご承知のとおり、今、国内では、新型コロ
ナウイルス感染症が過去最大の流行となってお

り、東京都及び近隣三県では緊急事態宣言が発動
され、さらに、阪神・中部地域にも同宣言が拡大
される様相を呈しています。
　達増知事からは、緊急事態宣言地域との往来自
粛について、強い要請が行われているところです。
　当協会といたしましては、本県畜産における本
事業の重要性に鑑み、精液配送業務担当者のみな
らず、当協会の全職員に対して、家族ぐるみでの
感染防止対策を徹底するとともに、同居する家族
を含めて毎日朝夕２回の体温測定と、発熱やかぜ
様症状があった場合、出勤前に必ず上司に報告
し、上司の指示があるまで自宅等で待機すること
を義務付けています。
　また、配送業務の現場においては、マスクの着
用、手指の消毒、顧客との会話は適切な距離を確
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謹 賀 新 年

令和元年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産技術連盟賞受賞（畜産部門）

飼料生産コントラクター作業における自動操舵装置の利用効果と課題
公益社団法人岩手県農業公社　基盤整備部　業務管理課　主任　新　田　 　和　

１　取組の背景
　畜産農家における労力不足を背景に、コントラ
クターに対する委託需要は年々増加している。そ
の一方で、コントラクター組織もオペレーターの
確保や育成について苦慮する場面が増えている。
また、繁忙期は一部の熟練オペレーターに作業負
担が集中する問題もあり、熟練者の運転操作技術
を易化し、誰もが作業できる技術が望まれている。
　そこで、県内のコントラクター組織では導入
事例のない自動操舵技術に着目し、これらの課
題解決に向けた知見を得るために実証調査を
行った。今回の取り組みで得られた自動操舵技
術の利用効果と課題について報告する。

２　取組内容
　飼料生産作業において比較的難度が高い、下
表①から③の３作業における熟練者オペレー
ターと非熟練者オペレーターの自動操舵の有、
無による作業能率や精度等を比較検討した。

　⑴　対象実証作業

　⑵　調査項目
ア　作業能率
　自動操舵補助装置の作業軌跡データによ
り算出
イ　作業精度
　とうもろこし播種作業については播種
条のズレをとうもろこし出芽後の踏査に
より調査。牧草施肥作業については自動
操舵装置に記録された作業軌跡データか
ら重複散布、散布漏れ面積を算出。とう
もろこし作業には自走式ハーベスタに伴
走するワゴンが満了になるまでの走行距
離を人力によりハンディＧＰＳを用いて
調査し評価した。

　　ウ　軽労化効果
　作業に従事したオペレーターに聞き取り
調査を行い、自動操舵補助装置を使用しな
い場合との比較で、作業精度、簡便性、疲
労度を各５段階で評価した。

３　成果
　⑴　作業能率
　とうもろこし播種作業では作業者を問わず
作業能率が改善し、その効果は熟練者の方が
大きかった。牧草施肥及びとうもろこし収穫
作業では、慣行と比べて大きな違いはみられ
なかった（表１）。

保して手短に行うことなど、人及び物を介した感
染を防止するための対策を励行しています。
　こうした取組を行うことで、ご利用者の皆様に
は、失礼な対応と受け止められかねない場合があ
るかもしれませんが、ぜひとも、事情をご賢察の
上、ご理解を賜るよう、お願い申し上げます。
　さらに、事業の円滑な継続を確保するために
は、ご利用者の皆様のご協力が不可欠です。凍結

精液等の配送場所を介した新型コロナウイルスの
感染を起こさないよう、発熱やかぜ様症状があっ
た場合には、出務を控えていただくことなどへの
ご対応についても、特段のご配慮を賜るよう切に
お願い申し上げます。

一般社団法人岩手県畜産協会

実証作業種類 実施日 場所

①とうもろこし播種
　作業実証 ５月27日 金ケ崎町和光地内飼料畑

（面積5.4ha ）

②牧草施肥作業実証 ７月20日 雫石町南畑地内採草地
（面積4.2ha ）

③とうもろこし収穫
　作業実証 11月８−９日 金ケ崎町和光地内飼料畑

（面積5.4ha ）
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謹んで新春のお祝詞を申し上げます

中央畜産会認証第１号（南山形）

　⑵　作業精度
　非熟練者であっても全作業で熟練者並みの
作業精度を十分確保できた（表２）。
　特に、とうもろこし播種と牧草施肥におい
ては顕著であった。

　⑶　軽労化効果
　とうもろこし播種作業、牧草施肥作業にお
いては、精度が高く、軽労化に繋がると高い
評価を得た。一方、とうもろこし収穫作業で
は、慣行は条間の位置を確認しながら機体を
大きく旋回させるが、自動操舵作業において
はガイダンスの指示ルートに合わせようとハ
ンドルを急旋回することで刈り残しが生じ

た。また傾斜面でも機体の横すべりによる条
ズレが出やすいことにより、手動でガイダン
スを補正する手間が散発したことなどから、
低評価となった（表３）。

４　残された課題と今後の取組方向
　とうもろこし収穫作業では、自動操舵補助装
置による条ズレが生じない対策が課題として
残った。非熟練者でも簡易に高精度の作業が行
え、肉体的・精神的にも軽労化を図れることが
できた。
　自動操舵補助装置の値段は高価である。熟練
者の作業を非熟練者が代替することで労賃コス
トを削減できる可能性があるものの、今回の実
証した作業だけでは削減幅は大きくない。自動
操舵を活用する作業を増やし、稼働率を上げる
工夫等が必要である。自動操舵技術を導入する
ことのメリットは、熟練オペレーターが万が一
欠ける事態となっても作業を停止することなく
コントラクター機能が継続することが期待でき
ることである。
　本実証結果や今後の活動等で得られる知見等
をコントラクター組織等に発信し、導入検討に
向けた関心を喚起していきたい。

表１　実証３作業における作業能率の比較（時/ha ）
運転区分

作業

自動操舵作業 慣行作業

熟練 非熟練 熟練 非熟練

①とうもろこし播種 0.44 0.67 0.54 0.70

②牧草施肥 0.22 0.28 0.19 0.26

③とうもろこし収穫 0.46 0.45 0.54 0.47

表２　実証３作業における作業精度
運転区分

作業・精度指標

自動操舵作業 慣行作業

熟練 非熟練 熟練 非熟練

①とうもろこし播種・条ズレ量（ cm）※1
（指数※3）

1.8 2.7 3.7 20.0

（9） （14） （19） （100）

②牧草施肥・施肥ムラ率（％）※2
（指数※3）

0.3 0.6 8.1 4.2

（8） （15） （192）（100）

③とうもろこし収穫・伴走ワゴン満了距離（ｍ/台）
（指数※3）

214 236 213 386

（55） （61） （55） （100）
※１　出芽後、設定条間値とズレ量を踏査により計測
※２　作業軌跡データから施肥漏れ、重複施肥の面積率として算出
※３　「慣行作業・非熟練者」を100とした指数

表３　実証３作業における軽労化等の評価
作業精度 作業簡便性 肉体的疲労 精神的疲労

熟練 非熟練 熟練 非熟練 熟練 非熟練 熟練 非熟練

①とうもろこし播種 5 5 5 5 5 4 5 4

②牧草施肥 5 4 5 4 5 4 5 4

③とうもろこし収穫 1 2 2 3 3 3 2 3

※�５：｢かなり改善｣、４：｢やや改善」、３：｢変わらない｣、２：｢やや悪く
なった｣、１：｢悪くなった｣

高病原性鳥インフルエンザ
発生に備えた防疫演習

■中央家畜保健衛生所管内
　10月１日、食の安全安心関係危機管理県対策本
部宮古地方支部（支部長：滝山秀樹沿岸広域振興
局副局長）主催の訓練が実施されました。
　高病原性鳥インフルエンザ（以下「HPAI 」
という。）の疑い事例が発生し、簡易検査陽性の
連絡を受けた各班が、マニュアルに基づいた行動

を机上にて確認しました。
　また、中央家保が作成した防疫計画に基づき、
各班が防疫作業を進める上で必要な資機材の確保
等についても確認しました。

■県北家畜保健衛生所管内
　10月21日、食の安全安心関係危機管理県対策本
部久慈地方支部（支部長：佐々木真一県北広域振
興局副局長）主催の訓練が実施されました。
　異常鶏に係る農場からの通報に始まる支部対応
全体の作業の流れを確認するとともに、集合施設
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本　　社：北海道北広島市大曲工業団地6-2-13
盛岡支店：TEL 019（638）3291

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

●動物用医薬品販売の全国ネットワークを駆使し、
あらゆる動物の健康維持に貢献します。

動物の健康は人の健康につながる

いう問いに対して、「馬も人と同じで、歯が悪け
れば、食べ物をしっかり食べられない。咬み合わ
せが悪ければ、食べたものをしっかり摺りつぶせ
ず、栄養素の吸収が上手くいかない。その結果、
十分に食べられず、痩せてきたりする。」と、歯
と健康の因果関係等について、実際の臨床データ
を用いての講義が行われました。
　午後の実技研修では、馬っこパークいわての繋
養馬をお借りして、一山さんが、上顎歯と下顎歯
の咬み合わせ状態の観察や臼歯の切削等の実演を

に、家畜防疫作業支援班員に指名されている県職
員を迎え入れ、発生農場の防疫作業従事に送り出
すまでの流れについて、マニュアルに沿って実動
訓練が行われました。集合施設の役割を実際に体
感した訓練となりました。

■県南家畜保健衛生所管内
　11月５日、約100万羽を飼養する農場の埋却候
補地（金ケ崎町）において、一般社団法人岩手県
建設業協会奥州支部（及川晃一支部長）が中心と
なって、県南広域振興局土木部、県南家畜保健衛
生所の職員の参加の下に、殺処分鶏等の埋却地訓
練等が実施されました。
　今回の訓練は、
これまでの訓練で
指摘された課題等
に対する改善策を
マニュアルに反映
させた手順に沿っ
て行われました。
当日は、天候にも
恵まれ、作業監督
責任者の指示の

下、重機操作者・作業支援員が、各自の担当作業
を粛々と進め、トラブルなく行われました。

※�　11月5日、香川県で今シーズン初めての
HPAI疑似患畜が確認されて以降、12月末まで
に、13県33事例の発生があり、計480.1万羽の
飼養鶏が殺処分されました。これは、過去最多
だった平成22年度の殺処分羽数を既に大幅に上
回っている状況です。
　農場における感染防止対策の強化と発生時に
備えた防疫実動組織体制の強化に、万全を期し
てほしいところです。

令和２年度馬飼養衛生 
管理技術地方講習会及び
馬臨床実習研修会の開催

　当協会主催の標記講習会・研修会が、令和２年
11月13日に、「馬っこパークいわて」（滝沢市）等
を会場として開催されました。
　今年度の講習会のメインテーマは、「馬のデン

タルケア」で、青森県十和
田市のイチヤマホースク
リニックの一山雄二郎（獣
医師）さんに講師をお引き
受けいただきました。
　午前の講習では、ま
ず、「何のために歯を削る
のか。歯を削ることでど
んな効果があるのか。」と

講師の一山
獣医師

講
習
会
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プレミックス工場 0198－26－4726 ㈹　家畜衛生食品検査センター 0198－26－5375 ㈹　大館(営),横手(営),青森(営),古川(営),山形(営),酒田(出),福島(営),旭川(営),札幌(営),帯広(営),釧路(出)

今までもこれからも｡｢生命の未来｣のために尽くしたい。 ＜動物用医薬品･ワクチン･プレミックス･器具機材＞

本　社　〒025-0311花巻市卸町66番地　TEL 0198-26-4151㈹
　花　　巻(営）　0198－26－4700 ㈹　八　戸(営）　0178－34－2284 ㈹
　大 船 渡(営）　0192－26－4740 ㈹　

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

令和２年度２級認定 
牛削蹄師認定講習会

　東北ブロックを対象とする標記講習会（公益社
団法人日本装削蹄協会主催・岩手県装削蹄師会協
力）が、令和２年12月３日・４日の両日に、全農
いわて中央家畜市場を会場として開催されました。
　講習会には、東北４県から32名が受講し、その
中には、岩手県立農業大学校の生徒６名が含まれ
ていました。初日午前に、３分野（Ａ：牛に関す
る基礎的なこと及び肢蹄の解剖・疾病に関するこ
と、Ｂ：削蹄判断に関すること、Ｃ：基本削蹄法
に関すること）にわたる学科講義が、午後からは
筆記試験が行われました。
　２日目午前は、実際に牛を使っての実技講習

で、講師には、指導級認定牛削蹄師※の資格を持
つ岩渕孝幸さん（奥州市）が当たり、模範実技が
行われました。その後、岩手県装削蹄師会会員の
補助の下に、受講者による削蹄実習が行われまし
た。午後からは、受講者による実技試験が行わ
れ、全日程を終了しました。
　今後、資格認定審査を経て、合格者に認定証が
交付されることとなります。

※�　指導級認定牛削蹄師は、１級の資格（２級資
格取得後４年以上経過、１級認定牛削蹄師資格
者昇級研修会を受講し、昇級試験に合格）取得
後９年以上を経過した後、指導級認定牛削蹄師
資格者昇級研修会を受講し、昇級試験に合格し
た者に与えられる資格

学科講習 実技講習 実技試験

令和２年度畜産生産基盤育成
強化事業地域セミナー開催

　令和２年11月30日、ＪＡ新いわて玉山支所におい
て、標記セミナーが開催されました。このセミナー
は、当協会が岩手県からの委託を受けて実施して
いる標記事業の一環として開催されたものです。

行った後、参加した獣医師に代わって、指導を受
けていました。
　毎年続くこの研
修会ですが、デン
タルケアについて
は初めてであり、
参加者は目新しい
内容に、真剣なま
なざしで向き合っ
ていました。

実習研修実習研修
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創業110年品質第一手造りの店

岩手県指定店 塩 釜 馬具店
盛岡市大沢川原２丁目２の32　ＴＥＬ019-622-5393 (労働福祉会館隣)

｝　　　　　馬・乳牛　用頭絡手綱・馬衣・乳牛用新型牛衣・
　　　　　肉牛　　　肉牛用牛衣
●普通乗鞍・ウエスタン鞍・ポニー用鞍等乗馬具・輓馬具一式・畜犬具　
●電気工事用革ケース・カバン・ズック製袋カバン・リュックサックバンド・安全帯
●せんてい鋏ケース他造園工具ケース類　●その他特別御注文のカバン等承って居ります

●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

　セミナーのテーマは、
「経営継承について」
で、岩手県農林水産部農
業普及技術課主査農業普
及員の藤田智美さんから
講演をいただきました。
　講演では、まず最初
に、経営継承の必要性や
経営継承が進まない背景

等について解説があり、次いで、岩手県内におけ
る経営継承事例の紹介がありました。また、円滑
な経営継承のためには、段階的・計画的な取組が
必要であるとし、その段階を三つ（ステップ１就

農準備期間、ステップ２能力養成期間、ステップ
３世代交代期間）に分けて、それぞれの段階での
取組が詳細に説明されました。講演後には、既に
経営継承を終えた農家から、自らの経験を話して
いただくなど、実り多いセミナーとなりました。

であれば、その違いに気づくはず。日々の観察が
重要。
　野生イノシシ対策として、飼養衛生管理基準で
義務付けられた防護柵の設置に関して、イノシシ
の跳躍力は想像以上で、設置するなら1.5メート
ルは必要。

■講演２………………………
〇要旨
　11月から捕獲イノシシの豚
熱への感染有無検査を開始。
ワクチン接種地域が宮城県ま
で拡大。現在、本県での接種
体制を準備中。

■講演３………………………
〇要旨
　群馬県における発生農場で
の防疫作業の実態。その経験
から、飼養衛生管理基準の遵
守徹底の重要性を痛感。

研
修
会
場

令和２年度第２回養豚経営研修会
　岩手県養豚振興会（遠藤啓介会長）主催の標記
研修会が、令和２年11月26日に開催されました。
この研修会は、例年、会員の養豚経営者のほか
に、賛助会員（動物用医薬品会社などの関係企業）
を含めて約100名が一堂に会して開催されて参り
ましたが、今年度については、新型コロナ対策と
いうこともあり、会場（岩手産業文化センター）
での聴講に加えて、リモートでの聴講を可能とす
る形式で行われ、県外に拠点を置く賛助会員の多
くはリモート参加となりました。
　研修テーマは、養豚関係者にとって関心の高い
豚熱についてで、３名の講師が講演し、その内容
については次のとおりです。新型コロナで、様々
な分野で大変な状況となっているところではあり
ますが、そうした中でも、豚熱への対策を怠るこ
とはできないと、認識を新たにする機会となりま
した。

■講演１………………………
〇要旨
　「豚熱は、特徴的な症状が
無い。他の病気との見分けが
難しい。」などと言われること
について、実際には、元気消
失の度合いが著しく、普段
しっかり観察している生産者

講師の
木村 裕子 氏

講師の
金子 和華子 氏

講師の
渡部 佑悟 氏

講師の藤田智美
主査農業普及員

講習会場
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一般社団法人 家畜改良事業団盛岡種雄牛センター

家畜改良事業団では、牛凍結精液の他、全国的な評価が高まっている体外受精卵（ＩＶＦ卵）、発情周期の同調鈍性発情・卵巣
停止に効果を発揮するイージーブリード、凍結精液の保存容器（ＭＶＥ社製）を取扱っております。ご利用についてのお問い合
わせ・パンフレットのご請求は、盛岡種雄牛センターまでお願い致します。

〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5
TEL 019-683-2450 FAX 019-683-1334 http://liaj.or.jp/morioka/

謹 ん で 新 春 の ご 祝 詞 を 申 し 上 げ ま す

令和２年度いわて肉用牛 
指導者養成研修会

　「鹿児島全共上位入賞に向けた牛づくり」を副題
に掲げた標記研修会（和牛能力共進会岩手県出品
対策委員会（会長・米谷仁県畜産課総括課長）ほ
か主催）が、令和２年10月30日に岩手産業文化セ
ンターで開催されました。
　この研修会は、「第12回全国和牛能力共進会（以
下「第12全共」という。）」（令和７年10月・鹿児島
県）の開催まで２年を切った中で、出品候補牛造
成の進捗状況及び今後のスケジュールを確認し、
候補牛の生産・育成における飼養管理の要点につ
いて共通認識をもって取り組むことを目的とした
ものです。
　冒頭、米谷会長から、「出品対策委員会が、平

成30年７月に掲げた三つの目標、①全出品区優等
賞獲得、②全出品区上位３席以内入賞、③種牛の
部・肉牛の部のどちらかで内閣総理大臣賞獲得、
これに向けて、関係者一丸となって取り組みた
い。」という要旨のご挨拶がありました。
　最初の講演「第12全共の概要」（全農岩手県本
部和牛登録室稲辺拓美氏）では、過去の全共の
テーマを振り返るとともに、第12全共のテーマと
特色について説明がありました。
　続いて、飼養管理に関する２題の講演（①「母
牛の周産期管理“健康な子牛生産のために”」（県
北家畜保健衛生所上席獣医師今野一之氏）、②「子
牛の飼養管理」（県畜産研究所外山畜産研究室主
査専門研究員尾張利行氏）が行われました。
　候補牛造成における母牛及び子牛の常日頃の地
道な飼養管理が、第12全共での目標達成のため
に、極めて重要であることを、出席した関係者全
員が改めて認識する機会となりました。

　及川長悦（奥州市江刺岩谷堂）の経営をご紹介
します。
　及川さんは、現在36歳。和牛繁殖（経産牛45
頭、育成牛７頭、肥育牛１頭）の経営者です。岩
谷堂農林高校（野菜専攻）を平成15年に卒業後、
２年間会社勤めを経験。平成17年、結婚を機に、
お父さん（及川長進。和牛繁殖・稲作複合経営）
の後継者として就農。平成23年にお父さんから畜
産部門の移譲を受け、平成27年に農業全般の経営
移譲を受けました。平成27年に、公庫資金を活用
して50頭規模牛舎
を新築し、就農
時、12頭だった経
産牛を現在の頭数
まで拡大していま
す。
　家畜人工授精
師、認定農業者
で、胆江地域肉用
牛青年担い手協議
会の副会長をして

います。
　奥様、ご両親、祖母、４人のお子さんの９人家
族。和牛繁殖については奥様と二人が担当し、稲作
はご両親が担当するなど、役割分担をしています。
　経営のモットーは、自給飼料（稲ホールクロッ
プサイレージ）による健康な牛づくり。分娩監視
装置による事故防止、発情発見装置による受胎成
績向上にも力を入れています。
　将来の夢は、牛舎を増設して、繁殖を中心に据
えながらも、肥育牛を増やして一部一貫経営体制
に移行し、より安定性の高い経営を確立すること
です。

平成27年に建設の50頭牛舎 及川長悦さんご夫妻

青葉コーナー
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豊かな大地を育む B.B. 肥料

〒025-0312 花巻市二枚橋第５地割146番地　TEL0198‒26‒3313 FAX0198‒26‒3316

○カリ過剰対策に

草地NP260号
草地NP420号

12－６－０－９

24－12－０－７

ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

○草地造成地用に

草地484号 14 ‒ 28 ‒ 14
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ

○苦土の補給に

草地211号 20 ‒ 10 ‒ 10 ‒ ５
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

謹 ん で 新 春 の ご 祝 詞 を 申 し 上 げ ま す

畜 産 の 研 究（129）

枝肉画像解析による脂肪交雑の 
形状評価

【背景と目的】

　黒毛和種枝肉の重要な評価項目である脂肪交雑
（サシ）の度合は、ロース芯における脂肪組織の
量に依存しますが、近年、量だけでなく、サシの
形状も消費者の好みに影響を及ぼすことがわかっ
てきました。そこで、県内で屠畜された黒毛和種
111頭について、帯広畜産大学が開発した枝肉画
像撮影装置「MIJ-15」を用いて、サシの形状を
調査しました。
【方法】

　枝肉切開部位の間
隙に「MIJ-15」の撮
影部を挿入し（写真
１）、ロース芯の斜影
像を記録し、真上か
らの画像に変換しま
す。次に画像処理に
より、脂肪部分と筋
肉部分との識別を行
い、サシの形状を「あ
らさ」及び「こまかさ」
として数値化した
データを得ます。

【結果】

　枝肉写真の画像解析により写真２のように、ロー
ス芯のサシの程度があらさ指数及びこまかさ指数
として数値化されました。111頭の解析結果の１例
として、こまかさ指数を図に示しますが、去勢、雌
とも広く分布しており、サシの「こまかさ」を指標
とした種雄牛の改良への活用が期待されます。

図　ロース芯こまかさ指数の分布（去勢74頭、雌47頭）

写真２　ロース芯の変換画像

サシのこまかいもの
あらさ指数　12.9
こまかさ指数　2.9

サシのあらいもの
あらさ指数　32.0
こまかさ指数　1.6

写真１　MIJ-15による枝肉
　　　　切開面の撮影風景

市場名 開催日 性別 売買頭数 平均価格
（円）

平均体重
（㎏）

㎏単価
（円）

前年比（％）
売買頭数 平均価格

中央 10月28日

雌 144 289,934 229 1,264 81 106
雄
去 184 294,130 250 1,174 102 105
計 328 292,288 241 1,212 91 106

中央 10月29日

雌 134 306,079 238 1,286 77 100
雄 1 213,400 261 818 25 89
去 145 303,221 249 1,220 91 92
計 280 304,268 244 1,249 83 96

中央 12月21日

雌 33 321,367 208 1,549 87 140
雄
去 52 314,177 233 1,349 141 126
計 85 316,968 223 1,421 113 133

令和２年度短角牛市場成績速報 全農岩手県本部（税込）
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謹んで新春のご祝詞を申し上げます

家 畜 の 保 健 衛 生 （133）

高病原性鳥インフルエンザから 
愛玩鶏を守ろう

～高病原性鳥インフルエンザの発生状況～

　令和２年11月上旬以降、国内では２シーズンぶ
りに西日本を中心として高病原性鳥インフルエンザ
の発生が続いています（13県33事例、12月末現在）。

～本病の発生を予防するために～

　本病の国内への持込には、渡り鳥が関与してい
ると言われています。
　飼っている鶏が感染しないよう、以下の点に気
を付けましょう。
○愛玩鶏と渡り鳥などの野鳥との接触を避ける
・鶏小屋を点検、補修して野鳥が侵入できる
穴などはふさぐ。
・野鳥の糞などが鶏の水や餌を汚染しないよ
うに気をつける。
・水や餌は毎日取り替えて、常に清潔なもの
を与える。
・餌は野鳥が侵入しない場所に保管する。
・池や川の水を鶏に与えない。
○人がウイルスを持ち込まない
・鶏小屋に入るときは、専用の長靴に履き
かえ、入口に消毒液の踏込み槽を設置す
る。
・野鳥が集まる場所には近づかず、発生地域
へは出来るだけ足を運ばない。
・鶏を飼養する場所に、関係者以外は立ち入
らせない。

小規模な家きん飼養農場における取組事例

県 事例数 処分羽数（万羽） 種別

香川県 8 161.2万羽 採卵鶏

〃 1 2.8万羽 採卵種鶏

〃 2 12.9万羽 肉用鶏

〃 2 2.1万羽 肉用種鶏

福岡県 1 9.2万羽 肉用鶏

兵庫県 1 14.5万羽 採卵鶏

宮崎県 8 55.2万羽 肉用鶏

〃 1 3.4万羽 肉用種鶏

奈良県 1 7.7万羽 採卵鶏

県 事例数 処分羽数（万羽） 種別

広島県 1 13.7万羽 採卵鶏

大分県 1 5.6万羽 肉用鶏

和歌山県 1 6.8万羽 採卵鶏

岡山県 1 64.5万羽 育 雛

滋賀県 1 1.0万羽 採卵鶏

高知県 1 2.7万羽 採卵鶏

徳島県 1 0.8万羽 肉用種鶏

千葉県 1 116.0万羽 採卵鶏

発生状況（令和２年12月末現在）
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小ロットのオンデマンド印刷から
大量商業印刷まで 岩手県盛岡市鉈屋町15ｰ4　TEL(019)624ｰ1374 FAX(019)623ｰ6719

E-mail:mail@komatsu-gp.com　URL:http://www.komatsu-gp.com各種印刷・ドキュメント処理・アンケート調査支援

１　発情発見を確実にして所得向上を目指しましょう

　発情を発見して種付けをするという作業は酪農・繁殖経営問わず、とても大切な作業です。で
は、現場の実態はどのような状況なのでしょうか。
　繁殖黒毛和牛の場合は、いくつかの報告をみると、産次による多少の変動はあるものの、平均的
な受胎率は65%程度だと言われています。では発情発見の現状はどのようなものでしょうか。あく
まで標準的な生産者を想定しますが、分娩後の初回受精日を55日に開始し、受胎率65%、平均分
娩間隔13.3ヶ月となるのは、発情発見率が約40%の場合です。また、分娩後の初回授精日を73日と
した場合の発情発見率は52%となります。発情発見率40〜50％が現場での実態とした場合、捉え
方によっては50〜60％の発情が見逃されているのが現状と考えられます。
　ちなみに和牛繁殖にて年一産を達成するには、初回授精55日で発情発見率65％が必要であり、
初回授精が73日の場合には発情を100％発見してもその達成は不可能となります。
　皆様の農場はいかがでしょうか？
　発情発見率を向上させ、受胎につなげるために、次の作業を徹底しましょう。

⑴　分娩後の発情回帰を見つけるために、分娩後30〜60日までは、１日２回以上の発情観察をしましょう。
⑵　分娩後の初回授精がなかなか見られなかった場合には、獣医師に治療をお願いしましょう。

目標は分娩後40日前後で初回発情を確認、60日までに初回授精をするのが理想です。
⑶　授精後の再発情を見つけることも大切です。初回授精をして安心していても、受精している

とは限りません。次の発情周期を確認し、再発情を見逃さずに再授精します。次回発情予定日
の２〜３日前から、念入りに観察をしましょう。

２　妊娠確認のための新技術

　早期に妊娠を確認する方法として、ＰＡＧ（パグ）検査があります。主に乳牛で行われている検
査方法ですが、県南の地域では黒毛繁殖和牛での実証もされています。
　ＰＡＧとは、妊娠関連糖タンパク（ Pregnancy Associated Glycoprotein ）の略です。このタン
パクは、牛の胎盤の細胞から血液中に分泌され乳汁へ移行します。これを測定して一定以上の数値
であれば、正しく胎盤が形成されている＝妊娠しているということになります。ある調査では人工
授精後28日目において超音波による検査とほぼ同等の精度であるとされています。
　受精していれば、受精後28日前後でＰＡＧレベルの指標であるＳ－Ｎ値が上り、分娩後は60日
前後でこの指標が下がります（図
１）。この値の高低により妊娠を
確認します。
　ＰＡＧ検査の最大のメリット
は、空胎を早期（受精後28日目）
に確認でき、再授精までの間隔を
短縮できることです。
　検査を行う時に補助が出る場合
がありますので、最寄りの関係機
関・団体等へご相談ください。

報情 （82）産畜 術技

図１　乳汁中のPAGレベルの推移（平均S-N値）
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子 牛 価 格 の 推 移

市場
（月日）

上　場
地　域

性
別 頭数 最　高

（円）
最　低
（円）

平　均
（円）

平均
体重

㎏当
単価

県南
12/9
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 134 1,082,400 256,300 706,307 289 2,466

♂♂
♂- 157 1,164,900 413,600 807,141 325 2,483
計 291 1,164,900 256,300 760,709 308 2,467

県南
12/10
㈭

磐　 井

♀ 121 995,500 484,000 729,018 283 2,580

♂♂
♂- 139 1,029,600 449,900 754,086 317 2,379
計 260 1,029,600 449,900 742,420 301 2,467

中央
12/16
㈬

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 142 1,252,900 249,700 716,929 276 2,595

♂♂
♂- 190 1,053,800 432,300 767,702 305 2,516
計 332 1,252,900 249,700 745,986 293 2,548

中央
12/17
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 151 1,299,100 475,200 717,674 265 2,705

♂♂
♂- 251 1,118,700 515,900 773,589 294 2,635
計 402 1,299,100 475,200 752,586 283 2,659

中央
12/18
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 132 882,200 475,200 713,025 284 2,507

♂♂
♂- 178 1,097,800 517,000 799,144 311 2,572
計 310 1,097,800 475,200 762,474 299 2,546

合　　計

♀ 680 1,299,100 249,700 716,394 279 2,568

♂♂
♂- 915 1,164,900 413,600 780,132 308 2,531
計 1,595 1,299,100 249,700 752,959 296 2,546

令和２年12月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和２年12月岩手県内指定家畜市場取引成績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平均価格（１頭当り）

黒� 毛� 和� 種 1,076頭 798,422,900 742,029

褐� 毛� 和� 種 2頭 970,200 485,100

日本短角種 52頭 17,125,900 329,344

ホルスタイン種（雌を除く）

交雑種・乳 4頭 1,358,500 339,625

（注）：金額、平均価格は消費税込み
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参考図書のご案内

森　剛一　著〔価格・3,000円（税・送料別）〕
　畜産経営の発展を図るためには、記帳に基づく経営管理の一層の改善および合理化が
求められます。本書は、好評を博した平成15年版以降改訂を重ね、今般見直しを行っ
た改訂版で、各種奨励金・補てん金、肉用牛免税等優遇税制や共済金・共済掛金等の
経理処理といった最新の事業制度にも対応。畜産経営者・経営指導者必携の一冊です。
【主な内容】
第１章　青色申告の制度
第２章　畜産経営の簿記記帳実務
第３章　決算と確定申告
第４章　事業継承と法人化の税務
参考資料　確定申告書B記入例　他

畜産経営者のための青色申告の手引き
ー令和２年度制度改正対応ー

お問い合わせ・お申し込みは畜産協会へ


